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富士裾野高原みんなのランニングフェスタ

概要

東京マラソン財団と静岡県裾野市の連携企画
“誰でも気軽に参加できるマラソン大会“をコンセプトのファンランイベント！
準高地トレーニングのまち裾野市運動公園と陸上競技場を舞台に
ご家族、お友達とチームを組んでタスキをつなぐ＜ハーフ（21km）リレーラン＞
個人でしっかり走りたい方向けの＜10km 個人ラン＞
小学生向けの＜2km キッズラン＞
親子向けの＜1km 親子ラン＞
の 4 種目を開催します！
みんなで楽しく走りましょう！！！

主催

一般財団法人東京マラソン財団

共催

裾野市スポーツツーリズム推進協議会

開催日時

2022 年 5 月 21 日（土）
受

付：09 時 00 分～09 時 50 分（1km 親子ラン、2km キッズラン）
09 時 50 分～10 時 30 分（10km 個人ラン）
10 時 00 分～11 時 30 分（ハーフリレーラン）

競技開始：10 時 00 分（1km 親子ラン）
10 時 15 分（2km キッズラン）
10 時 45 分（10km 個人ラン）
11 時 45 分（ハーフリレーラン）
競技終了：10 時 12 分（1km 親子ラン） ※制限時間 12 分

10 時 32 分（2km キッズラン） ※制限時間 17 分
11 時 55 分（10km 個人ラン） ※制限時間 70 分
13 時 45 分（ハーフリレーラン） ※制限時間 120 分
※少雨決行。天候不良や新型コロナウイルス感染症拡大による中止の場合は、イベント前日（5 月 20 日）の
17 時までにメールにてご連絡いたします。
受付・

裾野市運動公園陸上競技場（静岡県裾野市今里 1616-1、岩波駅より約 4.0km）

開催会場
※会場までのアクセス方法は各自でご確認ください。主催者側での送迎サービス等はございません。
※当日の駐車場につきましては、申込いただいた参加者の皆様に後日改めてご連絡いたします。
タイムスケジ

参加の流れ

ュール

１．【09 時 00 分～09 時 50 分】：1km 親子ラン、2km キッズラン受付
※本人確認・健康チェックシート提出、ナンバーカード受け取り
２．【09 時 50 分～10 時 30 分】：10km 個人ラン受付
※本人確認・健康チェックシート提出、ナンバーカード受け取り
３．【10 時 00 分～11 時 30 分】：ハーフリレーラン受付
※本人確認、チーム全員分の健康チェックシート提出
ナンバーカード・タスキ受け取り
４．【10 時 00 分】：1km 親子ラン スタート
※1 周 1000m コースを 1 周走ります。
※制限時間 12 分（10 時 12 分）
５．【10 時 15 分】：2km キッズラン スタート
※1 周 1000m コースを合計 2 周走ります。
※制限時間 17 分（10 時 32 分）
６．【10 時 45 分】：10km 個人ラン スタート
※1 周 1000m コースを合計 10 周走ります。
※制限時間 70 分（11 時 55 分）
４．【11 時 45 分】：ハーフリレーラン スタート
※1 周 1000m コースをチーム合計 21 周走ります。
※走順は自由。1 人複数周回 OK。1 人最低 1 周回。
※制限時間 120 分（13 時 45 分）
５．【フィニッシュ後】：記録証受け取り
※2km キッズラン/10km 個人ラン（1 人 1 枚）
1km 親子ラン/ハーフリレーラン（1 組/１チーム 1 枚）
※表彰式なし
※当日の進行状況など諸事情により、タイムスケジュールが変更となる可能性がございます。
※新型コロナウィルス感染症対策として主催者側での給水サービスはございません。参加者各自でご用意くださいま
すようお願い申し上げます。
※イベント当日の様子を写真や動画で撮影し、PR のため SNS 等で使用させていただきます。予めご了承ください。

コース

裾野市運動公園陸上競技場＋公園内ランニングコース 1 周 1000m

ゲスト・MC

福島 和可菜（ONE TOKYO オフィシャルサポーター）

■プロフィール
函館市生まれ。元陸上自衛官。
ONE TOKYO オフィシャルサポーター。
フルマラソンを 2 時間 57 分 51 秒(東京マラソン 2017)で完走した記録を持つ。「東京マラソン 2019」でも自身
3 度目のサブ 3 で完走をした。
テレビでは NHK-BS プレミアム「ふらっとあの街 旅ラン 10 キロ」、NHK BS１「ランスマ倶楽部」、BS-TBS「釣り
百景」に出演している。
ラジオでは FM NACK5・ FM ヨコハマ・FM FUJI・FM いるかでもレギュラー番組を持つ。
はこだて観光大使、函館競輪宣伝大使、豊富町観光大使、御岳健康大使、シマノ アクティブアンバサダー、ミドリ
安全「塩熱飴シリーズ」アンバサダーも務める。
YouTube「TREAD WORLD」では、旅して走って食べて飲む!ことを配信。
そして、もっと 速くなりたい!サブ 4、サブ 3 したい!というランナーの方々に向けたオンラインサロン「福島 和可菜・ 舞
の RUN＆BEER 走って、飲んで、食べよう会 目指せサブ 4!サブ 3!」、オンラインマラソンチーム「With RUN」も好
評展開中!
福島 舞（トレイルランナー）

■プロフィール
函館生まれ。福島和可菜の妹。
初トレイルランで「おんたけウルトラトレイル 2010」に参戦。
その後様々なトレイルランの大会で活躍。「信越五岳トレイルランニン 2017 110k→50k」女子総合優勝、
「Maxi- Race ChinaYangshuo2017 25k」女子総合優勝など、国内外の大会で優勝や上位入賞を数多く果
たす。2021 年にはネパールにある 6119m の山への登頂も果たした。
フルマラソンベストタイムは 2 時間 54 分 59 秒、ハーフマラソン 1 時間 21 分 59 秒の記録を持つ。
対象

【1km 親子ラン】：小学 3 年生以下のお子様と保護者の方
【2km キッズラン】：小学生の方
【10km 個人ラン】：中学生以上の方
【ハーフリレー】：５歳以上の自力で最低 1 周 1000m 走ることができる方、1 チーム 2 人～10 人
※代表者 1 名によるエントリーとなります。メンバーの方はエントリー不要です。

定員

【1km 親子ラン】：50 組
【2km キッズラン】：100 人
【10km 個人ラン】：100 人
【ハーフリレー】：100 チーム
※先着入金順となりますので、定員に達し次第終了とさせていただきます。
※最少催行人数に達しない場合は、中止・返金とさせていただく場合がございます。

参加費

【1km 親子ラン】 ※代表者 1 名による申込・決済となります。
ONE TOKYO プレミアムメンバー/裾野市在住者：1,000 円（税込）
ONE TOKYO クラブメンバー・非会員：1,500 円（税込）
【2km キッズラン】 ※お申込みの方は保護者の方がお願いいたします。
ONE TOKYO プレミアムメンバー/裾野市在住者：1,500 円（税込）

ONE TOKYO クラブメンバー・非会員：2,000 円（税込）
【10km 個人ラン】
ONE TOKYO プレミアムメンバー/裾野市在住者：3,000 円（税込）
ONE TOKYO クラブメンバー・非会員：3,500 円（税込）
【リレーラン】 ※代表者 1 名による申込・決済となります。メンバーの方は手続き不要です。
ONE TOKYO プレミアムメンバー/裾野市在住者（代表者）
2 人チーム：6,000 円（税込）
3 人チーム：9,000 円（税込）
4 人チーム：12,000 円（税込）
5 人チーム：15,000 円（税込）
6 人チーム：18,000 円（税込）
7 人チーム：21,000 円（税込）
8 人チーム：24,000 円（税込）
9 人チーム：27,000 円（税込）
10 人チーム：30,000 円（税込）
ONE TOKYO クラブメンバー・非会員（代表者）
2 人チーム：7,000 円（税込）
3 人チーム：10,500 円（税込）
4 人チーム：14,000 円（税込）
5 人チーム：17,500 円（税込）
6 人チーム：21,000 円（税込）
7 人チーム：24,500 円（税込）
8 人チーム：28,000 円（税込）
9 人チーム：31,500 円（税込）
10 人チーム：35,000 円（税込）

※上記金額に含まれるもの
ナンバーカード：1km 親子ラン/リレーラン：チーム全員分、2km キッズラン/10km 個人ラン：1 枚
記録証：1km 親子ラン/リレーラン：1 組/1 チーム 1 枚、2km キッズラン/10km 個人ラン：1 枚
※参加費はクレジットカードによる事前決済のみとなります。決済が完了することで正式なお申込みとなります。
※天候不良の影響で「開催日前日 5 月 20 日（金）17 時までに」中止となった場合は、参加費から必要経費を
差し引いた金額を返金いたします。天候の急変により前日 17 時以降に中止となった場合は、返金できかねるので
予めご理解ご了承ください。
※今後、新型コロナウィルスの感染症拡大の状況によっては中止とさせて頂く可能性がございます。
参加賞

あり
※決定次第、本ページにて発表いたします。

申込方法

■ONE TOKYO 会員の方：本ページ下部「イベントのお申込み」より
■非会員の方：e-moshicoｍよりお申込みください。こちら

申込期間

2022 年 3 月 11 日（金）17:00 ～ 2022 年 5 月 15 日（日）23:59
※先着順のため定員に達し次第、申込締切とさせていただきます。

